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AIDS文化フォーラムin京都

お問い合わせ＝AI DS 文化フォーラム in 京都 事務局 
〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２ 京都ＹＭＣＡ
tel：075-231-4388, fax：075-251-0970, mail：information@hiv-kyoto.com
Twitter : @bunka_forum, facebook : www.facebook.com/AidsBunkaForum

 ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都

 キャラクター

「陽だまろ」

第４回 

2 0 1 4

土

１２：３０
   ~ １８：３０

● 会場 ＝同志社大学
新町キャンパス

尋真館
京都市営地下鉄烏丸線

「今出川駅」④番出口より徒歩5分
新町通今出川上ル

じ ん 　 し ん 　 か ん

日

１0：0０
   ~ １7：３０

「AIDS文化フォーラムin京都」は、ＨＩＶ/ＡＩＤＳに関するさまざまな活動
を行うＮＧＯ・ＮＰＯをはじめ、学生・ＨＩＶ/ＡＩＤＳ当事者・行政・個人が
京都に集まる、広く市民に開かれた市民のためのフォーラムです。
講演・ワークショップ形式の発表・展示・交流を通し、共に考え、学び、
問題を分かち合いたいと考えています。小学生から社会人の方まで、
幅広い方 の々ご参加をお待ちしています。

検査をしたことがないのに、自分は大丈夫だと思ってい
ることが怖くなった。
身近な問題にも関わらず、なかなか周りの人とは話し合
わない話題なので、少しでも多くの人が興味を持ち正し
い知識を得られるこのようなイベントは大切だと思う。

エイズは自分たちの身近な問題として、正しい知識をしっかり持って生
活していくことがとても大切だと感じました。実際に HIV に感染された
方のお話を聞かせていただいたり、コーナー別に体験や見学をさせ
ていただいたり、とても貴重な時間でした。勉強の機会をいただき、
ありがとうございました。

回を重ねるごとに充実してすごい。
毎回刺激を受ける。

初参加、陽性者の話が聞けてよかった。
新鮮だった。普段の研修では聞くことの
ない内容、具体的な経験に基づいた話
が聞けて新鮮。印象深かった。

HIV が特別の病気ではなく普通の病気であるとパネラーの話を聞いて
思えた。これを機会に検査を受けて、考えて行けたらと感じました。

AIDS文化フォーラムin京都 「参加者からの声」より抜粋

● 主催＝AIDS文化フォーラムin京都 運営委員会
● 共催＝京都府、京都市　● 会場提供＝同志社大学
● 後援＝京都府教育委員会、京都市教育委員会、( 公財 ) 京都ＹＭＣＡ、京都第一
赤十字病院、日本赤十字社京都府支部、(公財 )エイズ予防財団、(一社 )京都府医
師会、(一社 )京都府歯科医師会、(一社 )京都府薬剤師会、(一社 )京都私立病院
協会、京都府病院協会、(公社)京都府看護協会、(公社)京都府介護支援専門員会、
京滋ＨＩＶカンファレンス、ＮＰＯ法人ネットワーク医療と人権、関西ＨＩＶ臨床カンファレン
ス、同志社大学社会学部社会福祉学科、同志社大学社会福祉教育・研究支援セ
ンター、花園大学、龍谷大学、(一財)京都ＹＷＣＡ、京都ＹＭＣＡボランティアビューロ、
ワイズメンズクラブ京都部、(公社)京都府青少年育成協会、(公財)京都市ユースサー
ビス協会、京都青少年ゆめネットワーク、京都府レクリエーション協会、ボーイスカウト
京都連盟、ガールスカウト日本連盟京都府支部、(公財)大学コンソーシアム京都、(一
社 )京都府専修学校各種学校協会、(公財 )京都私学振興会、(公財 )京都府国際
センター、(公財)京都市国際交流協会、(社福 )京都府社会福祉協議会、(社福 )京
都市社会福祉協議会、(公社 )日本キリスト教海外医療協力会、ＪＩＣＡ関西、京都キリ
スト教協議会、ＰＬＡＮＥＴ、ＮＨＫ京都放送局、ＫＢＳ京都、エフエム京都、京都新聞、
朝日新聞京都総局、読売新聞京都総局、毎日新聞京都支局、産経新聞社京都総局、
京都リビング新聞社、カトリック新聞社、ＦＭ８０２

映画「トークバック」上映会 ＆ カフェトークバック
9/22（月）   ● 会場 ＝ 同志社大学 寒梅館 クローバーホール
14:00~16:00　「トークバック 沈黙を破る女たち」（坂上 香 監督作品 / 2013 年 /日本語字幕 /119 分）
16:00~17:00　ゲストトーク “カフェトークバック”
 　　 ホスト：野村裕美さん（同志社大学社会学部 准教授）

 　　 ゲスト：松浦千恵さん（安東医院 精神保健福祉士、バザールカフェ コーディネーター）

18:30~20:30　「トークバック 沈黙を破る女たち」（坂上 香 監督作品 / 2013 年 /日本語字幕 /119 分）
 ● 料金 ＝ 一般 500円、学生 無料（学生証を提示ください）　※ 各回 定員８０名、事前申し込み不要

PreEvent

ワークショップなど展示（約15団体・個人）

5（日）  10:00~（30 号室）

特定非営利活動法人ＳＨＩＰ 代表

星野慎二さん
「学校における男性同性愛者へのポピュレーションアプローチについて
～男性同性愛者のメンタルヘルスと教師が取り組みにくい啓発活動～」

5（日）  16:45~（40 号室）

4（土）  13:00~（30 号室）

4（土）  12:30~（30 号室）

5（日）  11:30~（40 号室）

4（土）  17:00~（41号室）

5（日）  13:00~（30 号室）

Funny Pig（まっと＆モサwith政吾）
全体会イベント＜ミニライブ＞

全体会 講演

シンガーソングドクター

江藤天音さん

＜トークショー＆ミニライブ＞

開会式イベント＜テーマ曲演奏＞

「生きる力を育む伝え方」

「宗教とＡＩＤＳ」

内科医の傍ら、シンガーそしてラジ
オのパーソナリティーとして活躍して
いるシンガーソングドクター。フォー
ラムのテーマソング『ひだまりの場
所』を提供。今年もトークショー＆ミ
ニライブを開催します。

ヘルスプロモーション推進センター
オフィスいわむろ 代表
厚木市立病院 泌尿器科 医師

岩室紳也さん
YouTube 再生回数 500 万件超の
「コンドームの達人」が語る「生きる
力を育む伝え方」と「宗教とＡＩＤＳ」

陸前高田市米崎町出身の３人きょうだいバンドです！“AIDS 文
化フォーラムin陸前高田”のテーマソング『ぼくらにできること』
を演奏します。全力で伝えにきました、それだけです。

特定非営利活動法人 JanP+ 代表理事

高久陽介さん
HIV Futures Japanプロジェクト代表、放送大学教授

井上洋士さん
913名のHIV陽性者が回答したアンケート結果を発表。予防・
啓発・医療・支援など様々なエイズの課題を、当事者の視点
から探っていきます。 

講演（約４０講座以上）



2014
「こころの動かし方のコツ」（35号室） 椎名雄一（精華学園高校　町田学習センター）

10/5（日）

10/4（土）

＊ 19:00~ ネットワーキングパーティー @バザールカフェ　参加費：社会人3,500円、学生2,500円
発表者もボランティアも参加者もわいわいと交流しましょう。参加は自由です。（事前に事務局でチケット購入下さい）

12:30~13:00

13:00~14:30

「一般病院、診療所でのＨＩＶ診療 ～当院でのHIV診療導入経験から～」（42号室）

全体会（30号室）

大野聖子およびHIV診療チーム（京都第一赤十字病院）

「HIV検査、今とこれから」（43号室） 中瀬克己（岡山大学）、川畑拓也（大阪府）、西脇かおり（京都市）

「性教育とHIV/AIDS学習」（44e号室） PLANET（HIVとともに生きる会）

「生活を支える制度やサービスについて考える」（35号室） 医療ソーシャルワーカー

ユース

ユース

ユース
ユース

ユース

ユース

ユース

ユース

教育

教育
教育

教育

教育

教育

「感染16年の振り返りとこれから」（36号室） 洪 久夫（HIV陽性者）、古川潤哉（浄土真宗本願寺派 僧侶）

「女性にとってのHIV感染症と性感染症」（38号室） HIV母子感染の疫学調査と予防対策及び
女性・小児感染者支援に関する研究班（塚原班）

「HIV陽性者支援となるテディベア基金のベアを作りながら
　　　　AIDSのことを考えよう、できることにチャレンジしよう」（44b号室） メモリアル・キルト・ジャパン

「Peer Education ～同世代からの性教育～」（44d号室） SCORA-Japan

17:00~18:30
「宗教とAIDS」（41号室） 岩室紳也（厚木市立病院 医師）、古川潤哉（浄土真宗本願寺派 僧侶）

奈良いずみ（日本基督教団京都上桂伝道所 牧師）、一場 修（カトリック桃山教会 神父）
「口からエイズをみる ～そして性感染症から若者を守りたい～」（42号室） 連 利隆（兵庫県立柏原病院 歯科口腔外科、大阪市健康局健康推進部顧問）

「未来ある君たちへ！ 京都市保健師の青少年への取り組み ～中高生の心に響く性感染症予防教育とは～」（43号室） 京都市保健医療課

「AIDS文化フォーラムin陸前高田が目指す人と人とのつながり」（44e号室） 佐 木々亮平（岩手医科大学、いわて東北メディカル・メガバンク機構 臨床研究・疫学研究部門）

「高齢期のHIV陽性者の課題を考える」（35号室） 特定非営利活動法人パープル・ハンズ

「男同士で結婚式を挙げて10年 ～変わった事、変わらない事～」（36号室） そう&カッシー

「落ち込んでいる人の気持ちを動かす10のヒント」（38号室） 一般社団法人 日本心理療法協会

「ＬＧＢＴ（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）の薬物依存症者が、
　　　　　　　　回復を目指している体験談を話します。」（38号室） 京都ＬＧＢＴの薬物依存症からの回復を目指す会

「“恋愛”を通じて考えよう！ 私たちの “性と生”～青少年によるワークショップ～」（44d号室） 公益財団法人 京都市ユースサービス協会

開会式（30号室）

ＨＩＶ抗体即日検査 ＜無料・匿名＞ （臨光館3階）

全体会（Funny Pig ミニライブ）、閉会式（40号室）

江藤天音 トークショー＆ミニライブ（40号室）

「なぜＡＩＤＳ？ なぜ文化？ なぜ京都？」

日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

１．開会イベント、2．テーマ曲演奏（シンガーソングドクター 江藤天音）
3．開会宣言

１．全体会 ミニライブ（陸前高田３人きょうだいバンド Funny Pig）
2．閉会式

16:45~17:30

10:00~11:30

11:40~12:30

「学校における男性同性愛者へのポピュレーションアプローチ
　～男性同性愛者のメンタルヘルスと教師が取り組みにくい啓発活動～」（30号室） 星野慎二（特定非営利活動法人ＳＨＩＰ）

京都市保健医療課
12:30~16:00

「~受けることは、生きること~」

「大好きって相手を大切にする事（ただ優しいのと大切にする事の違い）」（41号室） 上村茂仁（ウイメンズクリニック・かみむら）
HIVと在宅療養・介護を考えるミニシンポジウム（２）
「陽性者を介助・介護する人たちに知っておいて欲しいこと」（42号室） 高畑吉博（さぽーと京都）、高田雅弘（摂南大学薬学部）

同志社大学社会学部社会福祉学科野村ゼミ

江藤天音（シンガーソングドクター）、白野倫徳（大阪市立総合医療センター）13:00~16:30

13:00~14:30

「世界のエイズ ～世界で活動したボランティアからの報告～」（43号室） クワミ正希、郡司 譲、他（元ＪＩＣＡボランティア）

「生きる力を育む伝え方 ～イマドキの若者がタフに育つために～」（30号室） 岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター オフィスいわむろ）

「お坊さんが行う性教育授業 ver４」（41号室） 古川潤哉（浄土真宗本願寺派 浄誓寺）

「セクシュアリティー基本講座」（42号室） 山中京子（大阪府立大学 人間社会学部）

「ＡＩＤＳとサブカルチャー」（36号室） 佐藤直美、桜屋伝衛門

「免疫力の低下を防ごう ～リンパマッサージ体験と無煙社会実現とエイズと結核とがん（乳がん）の謎～」（44e号室） SKG＆ATAC in NARA

「国際エイズ会議(AIDS2014)セックスワーカープログラム報告
～セックスワーカーの健康サポートについての海外の取り組みを紹介～」（43号室） SWASH

15:00~16:30
愛知・思春期研究会

さぽーと京都、山中京子、有元高太

BASE KOBE

「ＡＶ男優が知っているセックスのこと ～セーファーsexからハッピーsexまで～ ※ R18 」（43号室）

「ケア・カフェばざーる＠同志社大学
　　　　　　　　～ケアカフェ、いよいよ始まります～」（35号室）

「～広がるAIDS文化フォーラム 陸前高田 そして佐賀へ～」

山田雅子

15:00~16:30
「ＨＩＶ・AIDS初心者向け講座」（41号室）

「当事者参加型プロジェクト「Futures Japan」アンケート調査報告会
　　　　　　　　　　　　～HIV陽性者の視点から見る、日本のエイズの課題とは～」

▶ 開催内容は変更となることがあります。ご来場前にAIDS文化フォーラムin京都HPにて最新情報をご確認ください。 

第４回AIDS文化フォーラムin京都 プログラム 
テーマ ：「エイズを知ろう、エイズで学ぼうIV」

「①ドラマ仕立ての性教育DVD作りました！ ②全国初！ 男子への防犯教室‼」（41号室）

日本ＡＶ男優協会

「何度もプロポーズしたくなる昼も夜も愛される秘密 」（36号室） 愛花（元セックスワーカーのセックスレスカウンセラー）

「夫婦のかたち ～ＨＩＶ陽性者のそばにいる人の視点から～」（42号室）

「兵庫県会議員によるエイズ不適切発言を受けての解決に向けての戦略と成果の検証」（44e号室）

木津川ダルク

「みんな集まれ！(・∀・)～若者によるシンポジウム～」（44c号室） 京都市ユースサービス協会、全国青年赤十字奉仕団、SCORAJapan

「ＨＩＶ陽性者の地域での暮らしを支える ～ダルクでの実践～」（38号室）

展示プログラム出展者、出展団体（予定）　＊１０月４日、５日両日共に開催
メモリアル・キルト・ジャパン、特定非営利活動法人パープル・ハンズ、ＳＫＧＨ＆ＡＴＡＣ、カトリック中央協議会ＨＩＶ／ＡＩＤＳデスク

「教育」、「ユース」をメインとしたプログラムに
それぞれ色分けをしています。参考としてご覧ください。
もちろん、どのプログラムにもお気軽にご参加ください。
どなたでも歓迎です！

医療
福祉

医療
福祉

医療
福祉

医療
福祉

医療
福祉

医療
福祉

医療
福祉

教育

ユース

「HIV陽性者支援となるテディベア基金のベアを作りながら
　　　　AIDSのことを考えよう、できることにチャレンジしよう」（44b号室）

「ピア・エデュケーション！ みんなで話そう(・∀・)学校で教えてくれないエイズのこと」（44c号室） 青年赤十字奉仕団

「ピア・エデュケーション！ みんなで話そう(・∀・)学校で教えてくれないエイズのこと」（44c号室） 青年赤十字奉仕団

「ピア・エデュケーション！ みんなで話そう(・∀・)学校で教えてくれないエイズのこと」（44c号室） 青年赤十字奉仕団

「ピア・エデュケーション！ みんなで話そう(・∀・)学校で教えてくれないエイズのこと」（44c号室） 青年赤十字奉仕団

メモリアル・キルト・ジャパン

京都府健康対策課、エイズ等予防啓発ボランティアグループ「紅紐」、京都市保健医療課、京都市文化市民局共同男女参画社会推進部
ＰＬＡＮＥＴ（ＨＩＶと共に生きる会)、ＡＩＤＳ文化フォーラムin横浜、横浜ＡＩＤＳ市民活動センター、ＪＩＣＡ関西、全国青年赤十字奉仕団
ＮＰＯ法人ＣＨＡＲＭ、ＰＯＬＡ、ＥＩＫＩ行政書士事務所、 中川裕次、池田勝俊、他


